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報道各位

【 Ｔ Ｏ Ｋ Ｙ Ｏ ＦＭ 2 0 1 7 年 4 月 改 編 の お 知 ら せ 】
時代が求めるインフルエンサーたちが集結！共感コミュニティの輪を拡大！
アイドル界、アニソン界の 2 大ヒロインが、ラジオの中の学校に仲間入り！

平手友梨奈（欅坂 46）、LiSA、『SCHOOL OF LOCK!』に！
10 代から 30 代を中心に共感呼ぶ、個性豊かな出演者が続々ラインナップ！

満島ひかり、田村淳、板谷由夏、眞鍋かをり、柴田淳、蒼井翔太

他

Billboard JAPAN、フェスミュージック、洋楽ヒット…3 つの音楽番組が始動。
TOKYO FM では、ステーションメッセージである「アースコンシャス～地球を愛し、感じるこころ」、「ヒュー
マンコンシャス～生命を愛し、つながるこころ」、この理念のもと、さらなるアイデンティティ強化を図る春の
番組改編を 4 月１日(土)より行います。昨年秋からスタートした radiko タイムフリー機能やシェアラジオといっ
た新たな聴取スタイルが進化を遂げているなかで、TOKYO FM コアターゲット M1F1 層を軸に前後世代、新規リ
スナー獲得へ向けたコミュニケーションデザインを強化します。主な強化ポイントに、①ティーンをはじめとする
次世代リスナー・スマホ聴取世代の開拓、②知的クオリティある上質な文化的コンテンツ強化、③FM ブランドと
して多様化する音楽ニーズに応える新たな音楽コンテンツ強化。時代が求める感性と知性の持ち主、かつ信頼
のおける発信者として、アーティスト、文化人、声優といった各ジャンルから時流を捉える“インフルエンサー”を
起用した新番組をラインナップ。各世代の感度の高いリスナーにとって新しい発見があり、思わず誰かに話した
くなる、シェアしたくなるコンテンツを強化し、さらなる「共感コミュニティ形成」の拡大に取り組みます。
◆平手友梨奈（欅坂 46）！LiSA！10 代の 2 大ヒロインがラジオの中の学校に！

『SCHOOL OF LOCK!』（月-木 22:00-23:55/金 22:00-22:55）
創立 12 年目の春、ラジオの中の学校『SCHOOL
OF LOCK!』 が迎えるのは、アイドル界、アニソン界
の 2 大ヒロイン。現在、「欅坂 46」で最年少センターを
つ と め る 平 手 友 梨 奈が 『 SCHOOL OF LOCK! 』内
『GIRLS LOCKS!』（月-木 22:15～22:25）の 3 週目を担
当。さらにアニソン界のロックヒロイン LiSA がアーティ
スト講師として『LiSA LOCKS!』がスタート。同時間帯
の 2 週目に登場します。

◆10 代から 30 代を中心に共感呼ぶ、個性豊かな出演者が続々ラインナップ！
満島ひかり、田村淳（ロンドンブーツ 1 号 2 号）、板谷由夏、眞鍋かをり、柴田淳、安田レイ、蒼井翔太、前田
裕二（SHOWROOM 社長）など、個性豊かな「インフルエンサー」たちによる新番組も続々スタートします。
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◆Billboard

JAPAN、フェスミュージック、洋楽メガヒット…3 つの音楽番組が始動。
日曜 13:00『HITS ONE PREMIUM powered by Billboard JAPAN』、
木曜 20:00『FESTIVAL OUT』、土曜 6:00『WORLD BPM-Best Pops Morning-』
TOKYO FM にはこの春、「思わずシェアしたくなる」個性豊かな 3 つの音楽番組がスタートします。まず
日曜午後 1 時からスタートする『HITS ONE PREMIUM powered by Billboard JAPAN』では、CD セールスの
みならず YouTube など動画による Music Video 再生回数や、CD がパソコンで取り込まれた回数など
Billboard JAPAN の複合的なデータ解析により「今、本当にヒットしている」楽曲を紹介します。木曜午後 8
時からの『FESTIVAL OUT』では、近年ますます多様化している「フェス」で鳴っている音楽を「フェスティバ
ルミュージック」と総称し、パーソナリティの大抜卓人が様々な切り口で国内・海外の「フェス」をダイレクト
に紹介します。土曜朝 6 時からの『World BPM-Best Pops Morning-』では、太田エイミーが土曜朝の行楽
へ向かうドライブシーンに、時代を超えて愛され続ける洋楽のヒットナンバーを生放送でお届けします。
なお、今回の改編率は 6.9％（出演者・企画変更含む）となります。
以下、2017 年 4 月改編の主な新番組・新出演者・リニューアル番組をご紹介します。

新

番

組

『HITS ONE PREMIUM powered by Billboard JAPAN』
（JFN37 局ネット）
◇放送時間 ： 日 13:00-13:55
◇出演者
： ケリー隆介
「過去・現在・未来のヒット！」をキーワードに音楽の最新トレンド＝＜ヒットの予兆＞を紐解
くほか、米 Billboard の過去チャートから時代を彩った名曲＝＜ヒットの背景＞を深掘りする
など、新旧の音楽にフォーカスするプログラム。無料デジタル放送「i-dio(アイディオ)」のフ
ラッグシップチャンネル「TS ONE」で放送している同タイトル番組から選りすぐり、生放送で
お届けする 55 分。
◇◇◇

『FESTIVAL OUT』
（東京ローカル）

◇放送時間 ： 木曜日 20:00-21:40
◇出演者
： 大抜卓人
今や日本中に 1000 個存在すると言われているロック・フェス。この番組は、そん
なロック・フェスで鳴り響く音楽を中心にお届けする、いい感じのロック番組！そ
の名も「FESTIVAL OUT」！フェスジャンキーのアナタはもちろん、フェス・アーティ
ストに興味がある方にもオススメの 100 分間！素晴らしき音楽を体感しに…
Everybody！FESTIVAL OUT！
◇◇◇

『World BPM-Best Pops Morning-』
（東京ローカル）

◇放送時間 ： 土曜日 6:00-7:00
◇出演者
： 太田エイミー
ここ数年 YouTube 再生回数が“億”を超える全世界的メガヒットチューンが続出の
洋楽シーン。時代を超えてこれからも愛され続ける楽曲たちを、その日の気分に
あわせて太田エイミーが生放送でご紹介、ピンポイント天気予報と心地よい洋楽
選曲をお届けします。
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◇◇◇

『COSMO POPS STATION』
（JFN38局フルネット）

◇放送時間 ： 土曜日 15:00-15:30
◇出演者
： 板谷由夏
土曜午後 3 時からは、休日のドライブシーンに親子で楽しみたい新番組がスタート。
パーソナリティは女優であり母でもある板谷由夏。毎週様々な分野で活躍する著名
人をゲストに迎えながら、ひとつのテーマに沿ってリスナーのみなさんと一緒にプレ
イリストを作っていきます。普段伝えられない大切な人への気持ちを、ぜひプレイリ
ストで伝えてみて下さい。
◇◇◇

『KOSÉ Your Songs Best １０』
（JFN38局フルネット）

◇放送時間 ： 日曜日 11:00-11:30
◇出演者
： 眞鍋かをり
毎週、シーズンごとに聴きたい音楽テーマを設けて、全国のリスナーからリクエスト
ソングを募集。パーソナリティは、眞鍋かをり。リスナー投票により決定したシーズ
ンごとの聴きたい楽曲ランキング＝「ユアソングのベスト 10」をカウントダウンで紹
介します。
◇◇◇

『田村淳の FLY HIGH！
～挑戦が未来を熱くする～』
(JFN38 局フルネット）

◇放送時間 ： 日曜日 11:30-11:55
◇出演者
： 田村淳
企業家、冒険家、発明家、小説家…。各界で活躍し、成功を収めている“スーパー
な若者”を番組ゲストに迎え、田村淳がその具体的な活動内容、成功に至るまでの
道筋、そしてこれからの夢について、詳らかにしていきます。自分の力で未来を変
えていきたいけれど、なかなか一歩が踏み出せないリスナーに向け、これからの日
本を背負って立つ若き彼らの活力を養っていきます。
◇◇◇

『おとなの自動車保険 presents 光のメロディー』
（JFN38局フルネット）

◇放送時間 ： 日曜日 15:30-15:55
◇出演者
： 満島ひかり
数十年前の曲なのに、今聴いてもめちゃくちゃ新しい…そんなことはありません
か？それはまるで数千年前から放たれた夜空の星の光のようです。時を超えて
キラキラと輝く名曲たちを紹介する「再評価系音楽番組」始動！現在、日本を代
表する演技派女優として、映画やテレビドラマで活躍している満島ひかりがナビ
ゲート。その名も「光のメロディー」。満島ひかりのお気に入り曲もオンエア！
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◇◇◇

『antenna* 柴田淳のドクハク』
（東京ローカル）

◇放送時間 ： 日曜日 21:00-21:30
◇出演者
： 柴田淳
アラフォー女性共感番組がスタート！誰もが認める美女でありながら等身大な
キャラで心にグサグサ刺さる歌詞を連発し、アラフォーの独身女子を中心に深
い共感を与える柴田淳が、「独白」？「毒吐」？毎週生放送で、同世代女子の悩
みを紹介、彼女ならではの視点でアドバイスしながら翌日からの週のはじめに
時にドクを交えながら、もリスナーに明日への活力を発信します。
◇◇◇

『五線譜の解体新書』
（東京ローカル）

◇放送時間 ： 日曜日 21:30-21:55
◇出演者
： 加納有沙
「ミュージック・マエストロが、あの名曲を完成させるまで」に迫る 25 分間。日本作
編曲家協会（JCAA）の企画協力のもと、日本を代表する音楽家をゲストにお迎え
し、その方が生み出した名曲を解体しながら、その制作の裏側にあるストーリー、
楽曲制作の苦悩や葛藤、音楽そのものの素晴らしさや奥深さを追求していきま
す。日本を代表する作曲家・服部克久も不定期で登場予定。
◇◇◇

『みずほ証券 presents
「落語千金～お金を学ぶ落語の時間～」』
（JFN2局ネット）

◇放送時間 ： 日曜日 22:30-22:55
◇出演者
： 立川談笑 村田睦
パーソナリティをつとめる噺家・立川談笑による、お金にまつわる古典落語、更には
二つ目噺家による新作落語を楽しみながら、お金の知識も学べる新感覚の落語プロ
グラムです。もともと弁護士を目指していたという異色の経歴を持つ人気噺家・立川
談笑による落語とともに、日曜の夜のぜいたくなひとときを、お楽しみに。
◇◇◇

『蒼井翔太 Hungry night』
（東京ローカル）

◇放送時間 ： 水曜日 21:15-21:40
◇出演者
： 蒼井翔太
声優・アーティスト・俳優として幅広く活躍中の蒼井翔太がFMパーソナリティを担
当！特徴的な声質と抜群の歌唱力で、ティーンを中心に絶大な人気を誇る蒼井翔太の新たな
一面に触れることができるラジオプログラム。リスナーからのメッセージに直接答えたり、声
優ならではの美声を操る企画や、ＦＭらしく蒼井翔太のルーツに迫る選曲企画など、様々なコ
ーナーにも挑戦していきます。
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◇◇◇

『FamilyMart presents
松任谷正隆の明日もありがとう。』
（JFN3 局ネット）

◇放送時間 ： 金曜日 16:30-16:55
◇出演者
： 松任谷正隆 BENI
さまざまなジャンルで活躍する方をお迎えして、これまで感じて
きた”ありがとう”の気持ち、『感謝』をテーマに、松任谷正隆が
独自の視点でインタビューする25分番組。番組の随所を彩るの
は、この番組のアシスタント・アーティストBENIの楽曲「ありがと
う」。あの瞬間があったから、あの人がいたから、今の自分がい
る…そんな人生の歴史のターニングポイントを深堀りするととも
に、未来に向けて、感謝を込めて大切にしていきたい人・モノ・
事柄を紐解いていきます。
◇◇◇

『Skyrocket Company PARCO Hot Seminar』
（東京ローカル）

◇放送時間 ： 金曜日 21:30-21:55
◇出演者
： マンボウやしろ 浜崎美保
平日月曜から木曜まで放送している夕方のワイド番組、ラジオの中の会
社『Skyrocket Company』の金曜版がスタート！意欲を持ってチャレンジ
するエンターテイナーをゲストに招き、彼らのバイタリティから明日への
意欲をチャージできるような、働く人のココロを刺激する内容でお届けし
ます。金曜の夜 9 時台に残業しながら聴いているリスナーたちのココロを
刺激すること、間違いなし！
◇◇◇

『ブリアサヴァランの食卓』
（JFN38 局フルネット）

◇放送時間 ： 金曜日 23:30-23:55
◇出演者
： 小山薫堂
かの偉大なる劇作家バーナード・ショウの名言「食べ物を愛するよりも、誠実な
愛は存在しない」―そんな思想を体現する男が、作家の小山薫堂。食べること
を愛してやまない小山薫堂が、「食」をテーマに様々な企画を考え実行し、時に
は食を通して人生の楽しさもリスナーのみなさんと実感する新感覚グルメ番
組！筋書きの読めないこのラジオ、目指すは「食」のスネークマンショー！
◇◇◇

『SHOWROOM主義』
（東京ローカル）
◇放送時間 ： 土曜日 25:30-26:00
◇出演者
： 前田裕二
アーティストやアイドルのライブ配信が楽しめるサービス、SHOWROOM の社長で、
「エンタメ界の風雲児」の異名を持つ「時の人」前田裕二社長の新番組がスタート！
前田社長が深夜繰り広げるビジネスにまつわるディープなトーク番組。ゲストには、
サプライズで毎週スゴイ方が続々と登場！SHOWROOM のユーザーによって選ばれ、
オーディションで見事トップになった方は、2 カ月間、レギュラー番組に出演できるチ
ャンスも！
◇◇◇
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『Nestlé presents CHEER UP! MORNING』
（JFN2局ネット）

◇放送時間 ： 日曜日 7:00-7:30
◇出演者
： 平松愛理
仕事でも趣味でも家事や育児でも、夢や目標に向かって頑張っている人、そして、こ
れから頑張りたい！と思っている全ての人に贈る応援プログラム。シンガーソングラ
イターとして、ひとりの女性として輝く平松愛理の言葉と彼女が選ぶ、とっておきの
音楽で週末の朝に笑顔とハッピーなエネルギーをお届けします！

出演者変更
『JA全農 COUNTDOWN JAPAN』
（JFN38局フルネット）

◇放送時間 ：土曜日 13:00-13:55
◇出演者
：ジョージ・ウィリアムズ 安田レイ
土曜午後1時から最新の邦楽を全国のラジオオンエア回数などを
もとに算出した独自のチャートをランキング形式で紹介しているこ
の番組。ジョージ・ウィリアムズとともに、この春新たに番組を進行
するのは、アーティストでありモデルとしても活躍中の安田レイ。
ジョージと息の合ったトークを、どうぞお楽しみに！

時間変更
『Blue Ocean』
（東京ローカル）

◇放送時間
◇出演者

： 月曜日-金曜日 8:55-11:00 ※月曜日-金曜日 9:00 から開始時間変更
: 住吉美紀
◇◇◇

『スカパー！日曜シネマテーク』
（JFN38 局フルネット）

◇放送時間
◇出演者

： 日曜日 15:00-15:25 ※日曜日 15:30 より移動
： グレゴリー・スター 笹本玲奈
◇◇◇

『木村カエラ cosmic☆radio』
（JFN38 局フルネット）

◇放送時間
◇出演者

： 日曜日 23:30-23:55 ※日曜日 15:00 より移動
： 木村カエラ
◇◇◇

『きゃりーLOCKS!』 from 『SCHOOL OF LOCK!』
（JFN38 局フルネット）

◇放送時間
◇出演者

： 毎月 1 週目担当 22:15-22:25 ※毎月 4 週目担当から変更
： きゃりーぱみゅぱみゅ
◇◇◇
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『永野芽郁の GIRLS LOCKS!』
from 『SCHOOL OF LOCK!』
（JFN38 局フルネット）

◇放送時間
◇出演者

： 毎月 4 週目担当 22:15-22:25 ※毎月 1 週目担当から変更
： 永野芽郁
◇◇◇

『Life on the Wheels powered by NAVI CARS』
（東京ローカル）

◇放送時間
◇出演者

： 水曜日 25:30-25:55 ※金曜日 21:30 より移動
： 河西啓介
◇◇◇

『antenna* TOKYO ONGOING』
（東京ローカル）

◇放送時間
◇出演者

： 金曜日 17:00-17:25 ※土曜日 22:00 より移動
： 田中みな実 小宮山雄飛
◇◇◇

『PET FRIENDLY～ペットと人のやさしい関係～』
（東京ローカル）

◇放送時間
◇出演者

： 金曜日 19:30-19:55 ※日曜日 7:00 より移動
： 坂本美雨
◇◇◇

『ドリームハート』
（JFN38局フルネット）

◇放送時間
◇出演者

： 土曜日 22:00-22:30 ※日曜日 22:30 より移動
： 茂木健一郎
以上

